
2022年 4月 5日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 3月 31日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 3月 14日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 3月 7日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが先週

末判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 3月 4日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 3 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 3月 3日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 2月 26日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 2月 16日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 2月 13日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 2月 11日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 2月 10日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 2月 1日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 1月 26日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022年 1月 22日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 2 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 



2022 年 1 月 20 日

株式会社たらみ

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コ

ロナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措

置を継続実施してまいります。

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客

様および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗

い、消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、

様々な感染予防措置を実施しております。

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健

康・安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊

株式会社たらみ　人事総務部

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111



2022年 1月 15日 

株式会社たらみ 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

 

 

当社は、これまでお客様やお取引先及び従業員の健康・安全を確保すべく、新型コロ

ナウイルス感染拡大への予防・対策に努めてまいりました。 

 

そうした中、当社の従業員 1 名が、新型コロナウイルスに感染していることが昨日

判明いたしました。 

これを受け、所管保健所との連携のもと、引き続き従業員の健康観察と感染予防措置

を継続実施してまいります。 

 

当社は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、お客様

および従業員の安全を確保することが極めて重要であると考え、検温の実施や手洗い、

消毒の徹底、テレワークの推進や時差出勤の実施、会議のオンライン化など、様々な感

染予防措置を実施しております。 

引き続き、社内外への新型コロナウイルス感染抑止と従業員およびお取引先の健康・

安全確保を最優先に、安定的な事業継続に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 本件に対するお問い合わせ先 ＊＊＊ 

株式会社たらみ 人事総務部 

〒851-0198 長崎市中里町 2178  TEL: 095-839-1111 


